安全上のご注意

電池パック（LBPS701）
取扱説明書
お買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。

● ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
また、お読みになった後は大切に保管してください。
● ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然
に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
● 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の
程度を説明しています。
この表示は、取り扱いを誤った場合、
「死亡または重傷※１を負う危険
が切迫して生じることが想定される」内容です。
この表示は、取り扱いを誤った場合、
「死亡または重傷※１を負う可能
性が想定される」内容です。
この表示は、取り扱いを誤った場合、
「軽傷※２を負う可能性が想定さ
れる場合および物的損害※３の発生が想定される」内容です。

・電池パック（LBPS701)

本製品はリチウムイ
オン電池を使用した
携帯電話専用電池
パックです。

本製品をご利用いただくにあたって
● 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その
他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じ
た損害に関して、当社は一切責任を負いません。
● 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（記録内容の変化・消失、事業
利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
●『取扱説明書』
（本書）の記載内容を守らないことにより、生じた損害に関して、当社
は一切責任を負いません。
● 当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、
当社は一切責任を負いません。
※ 本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。
製造元：京セラ株式会社

高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつや布
団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないで
ください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
電子レンジ、IH 調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近く
に置いたりしないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
砂や土、泥を掛けたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した
手で触れないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

※ 1 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）
・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るも
の、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。
※ 2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電など
を指します。
※ 3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

【禁止・強制の絵表示の説明】
禁止（してはいけないこと）を
示す記号です。

水がかかる場所で使用したり、水
に濡らしたりしてはいけないこと
を示す記号です。

濡れた手で扱ってはいけない
ことを示す記号です。

指示に基づく行為の強制
（必ず実
行していただくこと）を示す記号
です。

分解してはいけないことを示
す記号です。

電池パックを携帯電話本体に取り付けるときは、電池パックの向きを確かめてくだ
さい。誤った向きで取り付けると、電池パックの発火、破裂、発熱、漏液により、
火災、やけど、けがなどの原因となります。
電池パック内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、
直ちに医師の診療を受けてください。 電池パック内部の物質の影響により、失明や
体調不良などの原因となります。

落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡れた状態では、充電しな
いでください。 また、風呂場などの水に触れる場所では、充電しないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

接続端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させたり、ほこりが内部に入っ
たりしないようにしてください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

電池パックに強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポ
ケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶつけたり、物に挟んだりしないでください。
電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
※ご注意いただきたい例
・ズボンやスカートのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする
・上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む
・ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける

使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。 火災、やけ
どなどの原因となります。

分解、改造をしないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡らさないでください。 火災、
やけど、けが、感電などの原因となります。
接続端子に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）を入れないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
オプション品は、指定したものを使用してください。 指定以外のものを使用すると、
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
金属片（ネックレスやヘアピンなど）や導電性異物などと接続端子が触れないよう
にしてください。また、それらのものと一緒に持ち運んだり、保管したりしないで
ください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。
電池パックを携帯電話本体にうまく取り付けできない場合は、無理に取り付けない
でください。 また、電池パックを携帯電話本体からうまく取り外せない場合は、無
理に取り外さないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。
火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。 火災、やけど、けがなどの
原因となります。

鋭利なもの（釘など）を刺したり、硬いもの（ハンマーなど）で叩いたり、踏
みつけたりするなど過度な力を加えないでください。 火災、やけど、けがなど
の原因となります。

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。 過
充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。
可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に
携帯電話本体の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。可燃性ガスなどへの引
火により爆発や火災などの原因となります。
ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。
ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。
また、ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下等に注意し、特に給油中
は使用しないでください。
可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。
使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみ
られた場合は次の作業を行ってください。
・電源プラグをコンセントから抜く。
・携帯電話本体の電源を切る。
・電池パックを携帯電話本体から取り外す。
上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
異臭、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は、使用しないでください。 火災、
やけど、けがなどの原因となります。
濡れた手で電池パックに触れないでください。やけど、感電などの原因となります。

電池パック内部の物質などが漏れたり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をや
めて火気から遠ざけてください。 漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因と
なります。
ペットなどが電池パックに噛みつかないようご注意ください。 電池パックの発火、
破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

取り扱い上のお願い
破損したまま使用しないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。バイ
ブレータ機能を設定中の場合は特にご注意ください。落下して、けがなどの原因と
なります。
湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。 火
災、やけど、感電などの原因となります。
子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせな
いでください。 けがなどの原因となります。
乳幼児の手の届く場所に置かないでください。 誤飲、けが、感電などの原因となり
ます。
携帯電話本体を継続して使用される場合や充電中は温度が高くなることがあります
のでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、眠ってしまったりなどして、
意図せず継続して触れることがないようご注意ください。 アプリ、通話、データ通信、
動画視聴など、継続しての使用や充電中は、携帯電話本体や電池パック、AC アダプ
タの温度が高くなることがあります。温度の高い部分に直接継続して触れるとお客
様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因とな
ります。
電池パック内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないで
ください。目や皮膚への障害などを起こす原因となります。内部の物質が目や口な
どに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流して
ください。また目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてくだ
さい。
一般のゴミと一緒に捨てないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となりま
す。また、環境破壊の原因となります。不要となった電池パックは、接続端子にテー
プなどを貼り、絶縁してから、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。
濡れた電池パックを使用したり充電したりしないでください。 火災、やけど、けが
などの原因となります。
本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療
を受けてください。お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが
生じることがあります。
各箇所の材質については以下の通りです。

使用場所

使用材質

表面処理

外装
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ー
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ー

端子

銅

製品の故障を防ぎ、性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、
正しくご使用ください。
● 電池パックはお買い上げ時には、十分充電されていません。充電してからお使いください。また、
長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。
● 夏期、閉めきった（自動車）車内に放置するなど、極端な高温や低温環境では電池パックの容量が
低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ、
常温でお使いください。
● 長時間使用しない場合は、本体から電池パックを外し、高温多湿を避けて保管ください。
● 電池パックは消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命
ですのでご使用をおやめになり、指定の新しい電池パックをお買い求めください。なお、寿命は使
用状態などにより異なります。
● 電池パックは、ご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイ
オン電池の特性であり、安全上の問題はありません。
● 破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。故障原因となる場合があります。
● 電池パックを水などで濡らさないでください。電池パックが濡れると故障の原因となります。誤って水
などに落としたときは、直ちに電源を切り、電池パックを外して、京セラ通信サポートセンターまでご
連絡ください。また、濡れた電池パックは充電をしないでください。
● 電池パックに無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入
れたり、中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。
● 極端な高温・低温・多湿の場所は使用しないでください。（周囲温度 5℃～ 35℃、湿度 35％～
85％の範囲内でご使用ください。）
● ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。
● お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。またアルコール、シンナー、ベ
ンジン、洗剤、ガラスクリーナーなどで拭くと、外装の印刷が消えたり、故障の原因となります。
● 充電中など、ご使用状況によっては温かくなる場合がありますが異常ではありません。
● 電池パックは電源を切ってから取り外してください。電源を切らずに電池パックを取り外すと、保
存されたデータが変化・消失するおそれがあります。
● 腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障の原因となります。
● 屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。
● 必ず指定の周辺機器をご使用ください。指定の周辺機器以外を使用した場合、故障の原因となります。
● 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。故障の原因となります。
● お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障の原因となります。
● 接続端子をショートさせないため、指などの身体の一部や導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）が
触れたり、それらの異物が内部に入らないようにしてください。故障の原因となります。
● 充電中に濡れた場合には直ちに充電用機器の電源プラグを抜いてください。
● 直射日光の当たる場所（自動車内など）や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこり
の多い場所で使用、保管、放置しないでください。故障の原因となる場合があります。
● 携帯電話本体の背面カバーを外したまま使用しないでください。また、放置・保管しないでください。
内部にほこりなどの異物が入ると故障の原因となります。
● ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。落下して、故障など
の原因となります。
● 落下させる、投げつける、踏みつけるなどの強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
● 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった
電池パックの回収にご協力ください。

金メッキ処理（下地Niメッキ）

主な仕様

ご使用方法
本製品の取り付け／取り外しは、電源を切ってから行ってください。
電源の切り方および背面カバーの取り付け／取り外しや充電方法などについては、対応
する携帯電話本体の取扱説明書をご参照ください。

■ 本製品の取り付けかた／取り外しかた
取り付けの場合
接続部の位置を確かめて、電池パックをスライドさせて確実に押し込む

電池種類：リチウムイオン電池
定
格：3.8V、2,940mAh
寸
法（幅×高さ×厚さ）
：約 51mm × 76.5mm × 5.8mm
質
量：約 48.5g
使用温度：5℃〜 35℃
使用湿度：35％〜 85％
● 本書では、実物とは形状などが異なっている場合や、一部省略などがありますのでご了承くださ
い。
● 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
● 電池パックは、無償修理保証の対象外です。

②

お問い合わせ先番号

①

■ 京セラ通信サポートセンター
接続部

取り外しの場合

電池パック

電池パックが飛び出さないように手で受けながら、手のひらを合わせるように叩いて
取り外してください。
※電池パックを取り外すときに、ドライバなどの工具を用いないでください。電池破
損のおそれがあります。

一般電話／携帯電話などから
0120-993-950（通話料無料）
受付時間：9:00 ～ 17:00 （平日）
・年末年始、ゴールデンウィーク、夏期休暇、設備点検日などは休業する場合がございます。
・受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
・IP 電話（050-XXXX-XXXX）からは接続できない場合があります。
■ホームページからのお問い合わせ
機器に関するご相談、お問い合わせ
京セラホームページ
http://www.kyocera.co.jp/

濡れた状態での充電は、
異常な発熱・焼損などの原因となり
大変危険です。

衝撃や過度な外圧を加えると、電池
の破損・変形等により発煙・発火等
の原因となり大変危険です。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重
な資源を再利用するためにお客様が不要と
なってお持ちになる電話機・電池・充電器を、
ブランド・メーカーを問わず マークのある
お店で回収し、
リサイクルを行っています。
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製造元 ： 京セラ株式会社

